
1R 2R 3R QF SF SF QF 3R 2R 1R

井上 一也 (TTS) 勝野 二徹 (ﾄﾖﾀｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

西澤 美奈子 (ﾁｰﾑA.C.K) 古井 裕二 (ﾚｱﾚｱ ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

安藤 輝美 (ｶﾐﾝｸﾞ) 杉山 秀樹 (あっかんべ)

原田 隆晴 (ﾄﾖﾀｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 吉原 正人 (あっかんべ)

大橋 弘正 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 宮治 守近 (TEAM HIRO)

川上 英樹 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 駒井 誓 (TEAM HIRO)

山口 嘉裕 (あっかんべ) 西島 芳則 (another-sky)

殷 耀晨 (あっかんべ) 大岩 智子 (another-sky)

苅部 龍夫 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ) 岩本 廣明 (ﾌﾞﾗﾝﾀﾞｰｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

武石 眞博 (HT) 山﨑 有加 (RAIN)

山森 直樹 (40-LOVE) 栗本 文勝 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

寺田 豊 (フリー) 太田 信一 (ﾌｧｰｽﾄｽﾃｯﾌﾟ)

勝又 弘美 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 山本 勲 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

神谷 久美子 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 永田 喜芳 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

上村 幸弘 (TET) 宮川 朗 (いさとｽﾎﾟ-ﾂｸﾗﾌﾞ)

酒井 理恵 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 河本 正弘 (いさとｽﾎﾟ-ﾂｸﾗﾌﾞ)

真野 裕志 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ) 池田 克也 (TEAM HIRO)

三浦 希帆 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ) 篠田 明 (TEAM HIRO)

出口 年一 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 村上 隆司 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

村山 由美子 (ｽﾊﾟｼｵⅡ) 岸本 明子 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

土谷 祐介 (富士ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 右近 信雄 (フリー)

荒谷 勝巳 (富士ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 右近 紗緒里 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

世古 勝久 (フリー) 中根 伸也 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

田組 学 (フリー) 鶴田 久美子 (YY_tennis ﾁｰﾑ)

堀尾 実 (ﾛﾋﾞﾝｽﾞ) 深見 浩史 (HT)

山本 修一 (ﾛﾋﾞﾝｽﾞ) 大橋 愛子 (HT)

堀 寿和 (あっかんべ) 塚本 吉男 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

長谷 涼司 (あっかんべ) 北川 大輔 (ﾏﾛﾝｽﾞ)

土井 久幸 (another-sky)

富永 有里 (another-sky)

酒井 勝久 (WILD JOKER) 船越 兼通 (ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

大島 美香 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 椿 宏貴 (フリー)

松澤 直樹 (いさとｽﾎﾟ-ﾂｸﾗﾌﾞ) 川村 英之 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

近藤 光夫 (いさとｽﾎﾟ-ﾂｸﾗﾌﾞ) 岡田 朋之 (ﾊｲ☆ﾋﾞｰﾉ)

上村 徳洋 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ) 平石 進 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ)

奥田 清計 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ) 若山 勝弘 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ)

栗賀 弘樹 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 富田 賢二 (STC)

村田 和子 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 犬飼 陽子 (STC)

山﨑 剛 (ﾌﾞﾗﾝﾀﾞｰｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 足立 和繁 (REI)

飯塚 清子 (ｱﾙﾀﾋﾞｽﾀ) 田中 直子 (フリー)

高田 孝幸 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 柴田 東八 (西岡 Tennis Freak)

安井 一秀 (YY_tennis ﾁｰﾑ) 関 純一朗 (西岡 Tennis Freak)
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平成30年度　"とよた"ビンテージテニスマッチ（ダブルス）

100歳ダブルス
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[1] 1 22
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シード 

 [１] 井上 一也・西澤 美奈子 

 [２] 柴田 東八・関 純一朗 

 [３] 村上 隆司・岸本 明子 

 [４] 世古 勝久・田組 学 



5月13日（日）柳川瀬公園

1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

大野 慎也 (Team-F･S) 林 雄大 (フリー)

古橋 卓三 (富士ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 長沼 恵久子 (MARS)

北條 俊明 (POF) 齋竹 美秀 (ｼｭﾅｲﾀﾞｰ･ﾃﾆｽ･ｸﾗﾌﾞ)

隅田 克伸 (POF) 齋竹 由美 (ﾃﾆｽ村)

廣田 東 (REI) 河野 昭彦 (ｲｴﾛｰﾎﾞｰﾙﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ)

近田 泰治 (REI) 寺岡 斉 (ｲｴﾛｰﾎﾞｰﾙﾌﾞﾗｻﾞｰｽﾞ)

米山 巧 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 西川 浩司 (RRTC)

大久保 美紀 (ﾏﾛﾝｽﾞ) 平田 光孝 (RRTC)

佐々木 正巳 (ﾍｯﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ) 渥美 誠 (RRTC)

因幡 啓子 (MITC) 鳥居 厚夫 (RRTC)

冨田 幸治 (TET) 後藤 裕士 (フリー)

中村 雅之 (TET) 川森 悟 (フリー)

袴田 尚樹 (RRTC) 菖蒲 利明 (ｷｭｰﾌﾞ)

澤島 秀司 (RRTC) 青山 恵子 (TET)

天白 清 (RRTC) 寺田 清孝 (ｱｰﾙｸﾞﾚｲ)

種村 和久 (RRTC) 寺田 安子 (ｱｰﾙｸﾞﾚｲ)

斉藤 享 (フリー) 畔柳 信行 (ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ)

望月 博範 (フリー) 渡辺 浩子 (ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ)

宮川 敏雄 (あっかんべ) 冨田 正幸 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

外山 敏 (あっかんべ) 小池 靖弘 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

市川 敦 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 近田 礼生 (REI)

橋本 和奈 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 天野 健二 (e&fﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

藤嶋 正剛 (微魔女ﾘﾃｨ) 溝上 英世 (QP's)

藤嶋 佐恵子 (微魔女ﾘﾃｨ) 渡辺 奈緒美 (QP's)

橋本 太紀夫 (ﾊｯﾋﾟｰﾚｲﾝ)

中村 はる奈 (ﾊｯﾋﾟｰﾚｲﾝ)

河上 誠司 (ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ) 越智 英雄 (RRTC)

小西 利江子 (ﾁｰﾑ･ｽﾌﾟﾗｯｼｭ) 後藤 一博 (あっかんべ)
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平成30年度　"とよた"ビンテージテニスマッチ（ダブルス）

110歳ダブルス
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 [１] 大野 慎也・古橋 卓三 

 [２] 越智 英雄・後藤 一博 



5月13日（日）柳川瀬公園

1R 2R QF SF SF QF 2R 1R

高月 勝広 (POF) 野々山 道雄 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

小出 恵子 (POF) 大山 千代子 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

大高 誠 (富士ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 小寺 信也 (STC)

丹菊 雄司 (富士ﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 小寺 朋子 (ｱｰﾙｸﾞﾚｲ)

平川 哲治 (JTTC) 鈴木 ゆみを (40-LOVE)

江ノ畑 敏夫 (いさとｽﾎﾟ-ﾂｸﾗﾌﾞ) 今井 マリレン (YY_tennis ﾁｰﾑ)

真田 善正 (e&fﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 田ノ岡 茂男 (フリー)

松原 教子 (e&fﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 中馬 美由紀 (名古屋ｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ)

高塚 敏夫 (STC) 山西 傑 (POF)

高塚 美津恵 (STC) 佐田 由理子 (POF)

成瀬 剛史 (ﾄﾖﾀｸﾞﾘｰﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 本田 陽広 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

磯松 武 (ﾌﾞﾗﾝﾀﾞｰｽﾞﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 広浦 吉昭 (ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ)

伊藤 立三 (e&fﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 丸地 泰司 (ﾁｰﾑ･ﾃﾆｽ･ﾀｲﾎｳ)

小林 富夫 (e&fﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 黒田 真 (MOVE)

平石 康雄 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ) 池上 徹 (Team Warm Up)

琴河 恒治 (ﾗﾌﾞ･ｳｨﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ) 大水 和幸 (Team Warm Up)

山本 剛司 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ) 須田 享 (MOVE)

山本 敬子 (ｾﾝﾀｰﾗｹｯﾄ) 早田 耕一 (フリー)

井手 英治 (ﾍｯﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ) 阪野 勝 (FRI)

加藤 淳子 (TET) 阪野 未香 (FRI)
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平成30年度　"とよた"ビンテージテニスマッチ（ダブルス）

120歳ダブルス
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 [１] 高月 勝広・小出 恵子 

 [２] 阪野 勝・阪野 未香 

 [３] 山西 傑・佐田 由理子 

 [４] 成瀬 剛史・磯松 武 

     [3] [4]は抽選 


